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ラオス 

 

ビエンチャン市上水道施設拡張計画 

 

外部評価者：アイ・シー・ネット株式会社 石橋 典子 

0. 要旨 

本事業はビエンチャン市内既存の 4 カ所の浄水場1のうち、カオリオとチナイモの 2 浄水

場の拡張・改修をすることで、安定給水の確保と給水普及率を向上させることを目的とし

たもので、ラオスの開発政策・開発ニーズ、日本政府の援助政策とも合致していることか

ら、妥当性は高い。対象浄水場の拡張・改修後は給水量が順調に伸び、給水人口の増加と

普及率の向上に貢献した。一方、事業期間は、計画時の事業期間を若干上回ったため、効

率性は中程度となった。持続性については、現状では基本的な運営・維持管理に大きな問

題は発生していないものの、将来の継続性には懸念があり、財務面では独立採算機関とし

ての自立性の道筋を立てる上での課題があり、本事業の効果の持続性は中程度と判断され

る。 

以上より、本事業の評価は高いといえる。 

 

1. 案件の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

案件位置図 カオリオ浄水場着水井 

 

1.1 事業の背景 

ラオス国の第 5 次社会経済開発 5 カ年計画（2001-2005 年）は、上下水道を含む社会イン

フラ整備に重点を置いている。それに先立ち、通信運輸郵便建設省2（現、公共事業運輸省）

は 1997 年の「通信、交通、郵政及び建設に関する開発計画」における水道セクターの開発

目標として、大都市の水道普及率を 100%とするという目標を掲げた。一方、日本によるビ

エンチャン市の上水分野の協力の開始は 1963 年にさかのぼり、これまでカオリオ浄水場の

整備(1964 年)及び改修工事（1983 年）、チナイモ浄水場拡張・改修（1992 年～1996 年）な

                                                   
1 本事業計画時(2003 年)には、カオリオ、チナイモ、タドゥア、タゴンの 4 カ所の浄水場があった。 
2 2007 年に Ministry of Communication, Transportation, Post and Construction から Ministry of Public Works and 

Transport (MoPWT)に変更された。 
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どの都市部上水道インフラ整備を行ってきた歴史がある。本事業の実施に先立ち、2003 年

にはヴィエンチャン市上水道拡張整備計画調査を実施し、上水セクターのマスタープラン

を作成している。この調査の結果によれば、本事業実施前（2003 年）のビエンチャン市の

給水量実績は約 7 万 8000 m
3
/日で、2003 年の日最大水需要の 12 万 2000 m

3
/日に対して供給

能力は約 10 万 m
3
/日と不足していた。実際には大きな需要の見込まれる時期に、既存浄水

場の供給能力を上回る稼働3を行うことなどにより需要を充たしていた。このような状況の

下、ビエンチャン市の水需要に応えられる浄水場の拡張・整備が喫緊の課題であった。 

 

1.2 事業概要 

ビエンチャン市において上水道施設及び配水管を整備することにより、安定給水を確保

し、給水普及率の向上を図る。 

 

E/N 限度額／

供与額：  
2,875 百万円／2,171 百万円 

交換公文締結：  2006 年 2 月（詳細設計調査） 

2006 年 6 月（本体） 

相手国実施機

関： 

ラオス公共事業運輸省／ビエンチャ

ン市水道公社（NPVC） 

事業完了： 2009 年 3 月 

案

件

従

事

者 

コンサル

タント 

日水コン  

施工業者 清水建設 

機材調達 清水建設 

事業化調査  基本設計調査 詳細設計調査 

第一次：2004年6月～9月 

第二次：2005年4月～9月 
2006年2月～2007年2月(完了届より) 

関連事業 

 

技術協力 無償資金協力 その他国際機関、援助

機関など 

 ヴィエンチャン市上水道拡張

整備計画調査（2003.3～2004.2）  

 水道事業体人材育成プロジェ

クト（2003.9～） 

 短期専門家:上水道給水計画分

野 （2000） 

 長期専門家：上水道施設維持管

理（2000～2002） 

 青年海外協力隊員：浄水場水質

検査（1998-2000） 

 シニアボランティア：浄水場水

質検査（2001-2003） 

 技術協力プロジェクト：水道事

業体人材育成プロジェクト

 カオリオ浄水場整備

計画(1963) 

 ビエンチャン地区上

水道補修拡張計画

（1983） 

 ビエンチャン市上水

道 拡 張 整 備 計 画

（1996） 

 ビエンチャン 1 号線

整備計画 

・フランス開発庁

（AFD） 

配水管網整備計画

（2003-2004） 

第 2次漏水防止プロ

ジェクト

（2004-2005） 

トレーニングセン

ター建設プロジェ

クト（チナイモ浄水

場） 

 

・ラオス政府 

ドンマカイ浄水場

建設計画 

                                                   
3 施設の供給能力は設計により基本的に決まっているが、実際にはそれを多少上回る給水が可能である。 
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（2002-2005） 

 シニアボランティア：無収水管

理（2004.4～）（ビエンチャン市

水道局（NPVC）本局） 

 シニアボランティア：浄水場運

転管理（2004～）（チナイモ浄

水場） 

 長期専門家：水道事業体人材育

成（2005～） 

 

2. 調査の概要 

2.1 外部評価者 

 石橋 典子 （アイ・シー・ネット株式会社） 

 

2.2 調査期間 

 今回の事後評価にあたっては、以下の通り調査を実施した。 

 調査期間：2011 年 9 月～2012 年 11 月 

 現地調査：2011 年 12 月 4 日～12 月 16 日、2012 年 5 月 27 日～6 月 1 日 

 

3. 評価結果（レーティング：B4） 

3.1 妥当性（レーティング：③5） 

3.1.1 開発政策との整合性 

ラオスでは国家経済社会開発第 5 次 5 カ年計画（2001 年～2005 年）において、上水道の

普及と給水率の拡大は経済、社会分野の優先課題とされ、上下水道などの社会インフラ整

備に重点が置かれていた。また 2010 年に発表された第 7 次 5 カ年計画（2011-2015）では、

総人口の 80%に清潔な水を提供することが経済分野における目標として掲げられた。また、

通信運輸郵便建設省の開発計画（1997 年）では、2020 年までの水道セクターの開発目標と

して、全国の平均水道普及率を 90%に、大都市では 100%、小規模都市では 80%にすること

を挙げている。2020 年までの国家都市開発戦略（2010 年発行、政府承認中）においても、

2020 年までの都市部での水道普及率の目標を、都市人口の 80%、195 万人としている。 

以上から、開発政策との整合性は高いと評価できる。 

 

3.1.2 開発ニーズとの整合性 

本事業の計画時（2003 年）に、ビエンチャン市の日最大水需要（2007 年）は約 14 万 m
3
/

日と想定されていたのに対し、既設の 4カ所の浄水場の浄水能力6は合計 10万m
3
/日7であり、

約 4 万 m
3
/日不足する見込みであった。ビエンチャン市では 2005 年以降定住人口の増加の

他、民間企業の労働者や旅行者などの流動人口の増加、国家的なスポーツイベントの開催

                                                   
4 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
5 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 
6 浄水施設のもつ施設としての浄水能力で、日最大需要に沿って設計される。従って、以下「給水量」と

記される日平均給水量よりも大きい水量となる。2003 年時の日平均給水量の実績は 7 万 8000 m3/日。 
7 既設浄水場はカオリオ、チナイモ、タドゥアとタゴンの 4 浄水場。このうちタドゥアとタゴンは非常時

などの運転を前提としており、NPVC による市内給水能力の計算に含まれていない。 
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などのため、水需要が高まり、本事業が対象とする 2 つの浄水場以外にも、ベトナム企業

との合弁会社による 2 つの浄水場が建設されていた他、中国の投資による浄水場建設計画

があった。 

本事業の計画当時は給水人口が全体の 4 割程度であり、残りの住民は井戸などからの水

に頼っていた。このような状況の下、本事業は、ビエンチャン市において不足の見込まれ

る給水量を賄うための計画であり、また、継続して高い給水需要が予測されていたことか

ら、ビエンチャン市で給水施設整備を支援する妥当性は高かった。 

 

表1 ビエンチャン市の給水概況 

2005 2010
2015

推計値

ビエンチャン市の人口(人) 698,318 776,261 902,716

給水人口(人) 286,935 404,350 466,981

給水量(m3/日) 120,197 171,807 n.a.

水道普及率(%) 41 52 52
 

出典：NPVC提出資料 

 

3.1.3 日本の援助政策との整合性 

計画時の国際協力機構（JICA）の事業実施計画において、5つの重点分野「インフラ整備

／エネルギー開発分野の開発課題」の一つとして安全な水の安定供給が言及されている。

本事業計画の前段階では、フランス開発庁8（L’Agence Française de Développement:AFD）の

支援するプロジェクトが都市部の配水管の拡張、JICAのプロジェクトが浄水場などの改

修・整備という都市部上水セクターにおける協力内容の意識的な棲み分けを行った。 

 

以上より、本事業の実施は、ラオスの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に

合致しており、妥当性は高い。 

 

3.2 有効性（レーティング：③） 

3.2.1 定量的効果 

3.2.1.1 給水能力の向上と施設利用率9 

本事業により拡張・改修されたカオリオ浄水場、チナイモ浄水場の給水能力と施設利用

率は表 2 の通り。 

2 浄水場の 2010 年時点の給水量実績は、カオリオ浄水場で 6 万 1000 m
3
/日、チナイモ浄

水場は 8 万 5000 m
3
/日であり、設計容量に対する施設利用率はそれぞれ 102％、106％と、

                                                   
8 前述の通り、日本は 1963年からビエンチャン市の上水分野の協力を開始し、これまでカオリオ浄水場の

整備及び改修、チナイモ浄水場拡張・改修などの協力を行ってきた。JICAヴィエンチャン市上水道拡張整

備計画調査（2003～2004）時に JICAと AFDとの協議により、JICAが都市部浄水場などの改修・整備、AFD

が都市部の配水管の拡張を支援するという棲み分けを行った。この結果、本事業は浄水場の改修・拡張を

行う事業内容の無償資金協力となった。 
9 計画施設容量に対する実際の給水量を比較し、施設容量に対してどの程度稼働しているのかを計算した

もの。 
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100％を超える利用率である。 

 

表 2 ビエンチャン市の総給水量に占める対象 2 浄水場の給水割合と設計容量 

指標名(単位) 2010
設計容量

2009

施設利用率

(％)

カオリオ給水量

(㎥/日)
61,383 60,000 102

チナイモ給水量

(㎥/日)
85,014 80,000 106

2浄水場の総給水量の合

計(㎥ /日)
146,397 140,000 105

 
出典：基本設計調査報告書、NPVC 提供資料 

 

3.2.1.2  ビエンチャン市全体の給水状況 

ビエンチャン市全体の給水量に占める 2 浄水場の給水量実績は、下図の通り。 

 

 

カオリオ
61,383
36%

ドンマカイ

19,807
11%

タドゥア

194
0%

タゴン

920
1%

ドンバン

4,490

3%

チナイモ
85,014
49%

ビエンチャン市の総給水量に占める

各浄水場給水量(2010)

計171,898 [単位：m3]

 
 

 

出典：NPVC 提供資料 

 

図 1 ビエンチャン市の総給水量に占める各浄水場の割合 
 

 

本事業を実施した結果、ビエンチャン市全体の日給水量は 2009 年の計画値 10 万 5001 m
3
/

日に対し、2010 年実績で約 17 万 2000 m
3
/日と、計画比 164％を達成した（表 3）。この高い

達成度の背景には本事業以外に図 1に示した新規浄水場（ドンマカイ及びドンバン浄水場10）

の給水がはじまったこともあるが、市内総給水量実績のうち本事業対象の 2 浄水場の水供

給量は約 85％（14 万 6000 m
3
/日、図 1 参照）を占めている11。また、この結果市全体の水道

普及率12は 52％（計画比 114％、表 3 参照）まで改善しており、計画値（2009 年 45.6％）に

                                                   
10 ドンマカイ浄水場はラオス政府による建設、ドンバン浄水場は NPVCも出資するベトナムとの合弁会社

により建設された。 
11 2010 年実績で、新規浄水場のドンマカイとドンバンが 2 万 4300 m3/日（約 14％）、既存浄水場のタド

ゥアとタゴン 1200 m3/日（約 2％）。 
12 水道普及率は計画給水区域の人口と行政区域内人口の割合。給水普及率は計画給水区域の人口のうち実

際に給水を受ける人口の割合。本事業では、前者はビエンチャン市の人口全体に占める給水人口の割合で、

後者はビエンチャン市供給網（全 9 郡のうち 7 郡）の人口に占める給水を受ける人口の割合。 



 6 

比しても、良好な達成度であると評価できる。 

表 3 対象 2 浄水場を含むビエンチャン市供給網13全体の給水状況 

基準値

2003
2010

計画値

2009
計画比(％)

ビエンチャン市の人口(人) 651,850 776,261 767,949 101

給水人口(人) 251,549 404,350 351,329 115

水道普及率(%) 39 52 45.6 114

給水普及率(%) 47 59 46 128

給水量(m
3
/日) 78,251 171,807 105,001 164

一人当たりの給水量

(L/人 /日)
n.a. 164 n.a. n.a.

給水時間(H/人 /日) 24 24 n.a. n.a.
 

出典：基本設計調査報告書、NPVC 提供資料 

 

3.2.1.3 給水時間、水圧、水質 

給水時間については、ビエンチャン水道公社（Nampapa Vientiane Capital: NPVC）によれ

ば、24 時間給水を実現しているとのことである。本事業対象の 2 浄水場の給水区域内での

利用者の意識調査14（3.2.2 定性的効果の項参考）でも、24 時間給水を認める受益者の回答

が確認されており、問題ないものと考えられる。ただし乾季や、朝や夕方などの利用ピー

ク時などの時間帯に水圧が不十分、または水量が不足することがあるなど、給水サービス

の質には改善の余地があると考えられる。 

2 浄水場では、ラオスの国家水質基準15項目に沿った水質検査を年 1 回実施しており、そ

の結果、ラオスの水質基準を満たしている。さらに、濁度、色、pH 値などの主要検査項目

については各浄水場の検査室で毎日検査が行われ、基準を満たしていることを確認して配

水されている。しかし、利用者の意識調査（3.2.2 定性的効果の項参照）を実施したとこ

ろでは、一部地域で雨季に濁り水がでる16ことがあるということであり、結果として雨季は

利用者の一部に安全な水を提供できないこともあると理解される。 

時間帯により水量や水圧に変化がおこる理由は、NPVC 技術部によると給水量の問題とい

うよりは、主配管からの枝管が細く水圧を保てないこと、一部の家庭で設置している給水

ポンプによって周辺地域に水が行き渡らないなど給・配水設備の問題も影響しているとの

ことである。 

 

                                                   
13 ビエンチャン市供給網に含まれるのは、ビエンチャン市の 7 郡である。残り 2 郡は別の 2 つの小規模給

水網に含まれるが、供用の開始は過去 1 年程度であり、NPVC のデータには含まれていない。 
14 市内の 2 浄水場給水区域内で、一般企業向けは対面インタビュー調査、村落向けでは村長によって選ば

れた利用者代表グループに対するグループインタビューを行った。サンプル数は、一般住民を対象とした

6 カ村（各村 10～13 人、計 65 人）、ホテルや工場 9 社の管理職ら（計約 10 人）である（合計 75 人）。 
15 物理的項目が 5（色、濁度、におい、味など）、化学的項目 20（pH、硬度、カルシウムなど）、バクテ

リア関連項目 3（大腸菌群など）、有害物質 6（ヒ素、水銀、鉛など）、合計 34 項目 
16 利用者意識調査で濁り水が出ることがあるという回答が、調査対象となった 9 事業所の 2 カ所と対象全

6 村のうちの 3 村で得られた。 
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3.2.2 定性的効果 

3.2.2.1 水量、水質 

本事業の効果を定性的な視点から補足するため、対象地域の住民を対象とした利用者の

意識調査を実施した。意識調査の結果概要は表 4 の通りである。上記 3.2.1.3 で述べた通り、

乾季や、朝や夕方などの利用ピーク時などの時間帯には水圧、水量が不十分となるものの、

全回答者から、本事業の完成後、家事や手洗いなど、生活の利便性が向上したという回答

が得られた。 

 

表 4 利用者の意識調査結果の要約 

対象者 利用者の意識 

ホテル・工場 

（9 事業所） 

・水量と水圧は、9 事業所のうち 8 カ所が 2006 年以前よりも改善したか

同等と回答し、概ね良好である。 

・2 カ所の事業所は、2007 年以降一日の給水時間が増えたと回答した。 

・水質について、7 事業所で水の濁りはないと回答した。2 カ所が濁り

を認識したことがあると回答した。 

・9 事業所全部で料金は支払い可能なレベルであるとの回答を得た。こ

のうち 7 事業所は金額も適切なレベルと回答したが、2 事業所は高いと

回答した。 

・9 事業所のうち 5 カ所は、用地の購入における条件に水へのアクセス

があることを挙げた。 

 

村の住民 

（6 村） 

・水量は季節や時間帯によって変化がある村が 5 村あり、乾季、朝夕な

どは水量の不足がみられる。水量に問題がないと答えた村は 1 カ村で

ある。 

・水圧は、十分あると答えた村は 2 カ村、4 カ村は日中、特に朝に水が

出にくい回答した。 

・水質は、濁度について 3 村では雨季などに問題が指摘された。また、

6 カ村中 5 カ村で薬品の臭気が強いことがあるとの指摘があった。 

・2006 年以降自宅に水道を引いたことで、家の中で水が使えるようにな

り、家事・手洗いなどが便利になったという回答が 6 カ村の全回答者

から聞かれた。6 カ村 65 人の参加者のうち約 3 割が料金が高いとコメ

ントしたが、全村で支払い可能な額であると答えている。 

出典：利用者意識調査 

 

3.3 インパクト 

3.3.1 インパクトの発現状況 

本事後評価において、公衆衛生の改善や経済活動の活性化に関連した明確な関連性は確

認できなかった。経済面については、市内の工場数は増加しているものの、NPVC 関係者の

見解では、ビエンチャン市の経済発展と本事業との関係性は明確ではないとのことだった。

しかし、ホテルや工場への聞き取り調査では、建築計画の検討時に水道の有無や給水事情

などを確認したと答えた企業が 6 割近くにのぼったことから、給水事情の改善がビエンチ

ャン市の経済活動に間接的な貢献を果たしたことがうかがえる。 

 

3.3.2 その他、正負のインパクト 

3.3.2.1 自然環境へのインパクト 

環境影響評価と初期環境調査はヴィエンチャン市上水道拡張整備計画調査（2003 年～
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2004 年）において実施され、本事業による施設建設及びその後の運用に起因する環境への

悪影響はないと判断された。公共事業運輸省によると、その後も大きな問題が見受けられ

なかったため緩和策は実施されていない。またモニタリングは実施されていないものの、

評価時点においても負の影響は生じていない。 

 

3.3.2.2 住民移転・用地取得 

Km6 増圧ポンプ場の改修において用地を拡張しており、その際に 1 世帯が住民移転・用

地取得の対象となった。拡張用地は元来 NPVC の所有地であるが、対象の住民に利用され

ていた17ことから、村長などの第三者を交えた協議を実施し、合意された移転費用を支払う

ことで解決した。また、移転の実施後も元の土地利用者らからの異議申し立てもなく、用

地取得において問題は発生していない。 

 

これらのことから、ビエンチャン市内では場所や季節により水圧の低下がみられるもの

の、それ以外の給水量、給水人口と給水普及率は計画を上回る改善があったことは評価で

きる。特に給水人口は約 15 万人の増加となったが、それに対する本事業対象 2 浄水場によ

る貢献度は高く、本事業が目指した給水普及率の改善に貢献した。 

以上より、本事業の実施により概ね計画通りの効果の発現がみられ、有効性・インパクト

は高い。 

 

3.4 効率性（レーティング：②） 

3.4.1 アウトプット 

本事業のアウトプットのうち日本側が負担する配水管については、後述の通り AFD の支

援プロジェクトによる配水管工事区間の一部が、本事業と重複したため、配管総延長が約 3

割短縮された。また、本事業の効果に影響を及ぼす変更ではなかったが、実施段階におい

て護岸工事距離の追加があった他、入札図書に項目落としなど（後述）を修正する必要が

あり、設計変更が発生した。ラオス側の負担内容は、機材保管用地などの借り上げ、既存

施設移設、用地取得、電気引き込み及びフェンス設置工事などで、当初計画通り実施され

た。 

入札の際に欠落していた仕様部分については、施工中の設計の変更と施工コンサルタン

トの自己負担による瑕疵担保期間中の補完工事により、最終的には基本設計とほぼ同等の

アウトプットが達成された。また、総延長が短縮された送配水管は、短縮された分が AFD

支援の事業により完成されており、これらのことから、全体としては、本事業の効果の発

現に影響を及ぼすようなアウトプットの変更はなかったといえる。  

 

 

 

 

 

                                                   
17 NPVC によれば、ラオスでは慣習的に土地を利用していた第三者にも裁判所が利用権を認めるケースが

ある。このケースでは NPVC は不法占拠とは認識していない。 
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表 5 アウトプット比較（計画/実績）    

アウトプット 計画 実績

1) 取水・導水施設： 取水構造物1式（44,000m
3
/日）

取水ポンプ、護岸整備66m

護岸整備90m (24m追加）以外は計画

通り

2) 浄水施設： 施設容量（40,000m
3
/日）

・着水井・混和池

・フロック形成池・沈殿池施設、排泥設備

・急速ろ過施設、総ろ過流量槽及び塩素混和池

手すりや屋根の追加以外は計画通り

3) 配水施設： 配水施設（10,600m
3）

・配水池、ポンプ井、配水ポンプ

・薬品注入施設

配水池浮力防止対策以外は概ね計画

通り

4) 電気施設・計装施設： 電気施設・計装施設 計画通り

5) 管理本館及び場内整備、他： 管理本館及び場内整備、他 計画通り

1) 取水・導水施設： 取水塔の補修、取水ポンプ取替え、導水管塗装 計画通り

2) 浄水施設：  ・着水井（混和池）施設改良

・フロック形成池・沈殿池施設改良・補修

・ろ過池のろ過方式の変更・ろ過速度の改良

・逆洗水量計　新設

計画通り

3) 配水施設： ・配水池開口部のかさ上げ、配水管の追加設置、配

水ポンプ取替え、水中ポンプ新設　

・薬品注入施設

 計画通り

4) 電気施設・計装施設： ・ 動力盤・制御盤設備取替え・新設

・原水流量計他計装設備の取替え・新設

計画通り

5) 管理本館、他： 管理本館・水質試験室：既設施設の撤去 計画通り

6) 配水管： 配水管の改良（取替え） 計画通り

1) 配水施設： 配水池、配水ポンプ 配水池の盛土厚追加以外は計画通り

2) 電気施設・計装施設： ・受変電設備取替え

・計装施設

油式遮断機の追加以外は計画通り

計装施設は計画通り

3) 場内整備、他： 場内整備 計画通り

4) 送配水管： 送配水の分離、送配水管取替え、水劇圧対策設備 計画通り

4. Km6増圧ポンプ場改修

1)配水施設： 配水ポンプ取替え、配水管改良 計画通り

2)電気施設・計装設備 受変電設備新設、計装設備・場内整備 計画通り

送配水管 ・送水管720m 計画通り

・配水約11,915m 8,615m（3,300m減）

6. ソフトコンポーネント

研修などの指導 対象：2浄水場職員

1)運営維持管理

2)送配水運転制御

計画通り

成果品 1) ソフトコンポーネント完了報告書及び実施状況報

告書

・ソフトコンポーネント完了報告書

・ソフトコンポーネント実施状況報告書

2) マニュアル・ハンドブック類

・浄水場運転管理マニュアル

・運転制御マニュアル

ほぼ計画通り

2.  カオリオ浄水場改修　（既設：20,000m
3
/日）

1. カオリオ浄水場の拡張　（既設：20,000m
3
/日を60,000 m

3
/日に拡張）

3.  チナイモ浄水場改良　（既設：80,000m
3
/日）

5. 送・配水管路延長

 
出典：基本設計調査報告書、JICA 提供資料 
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表 6 主要アウトプット削減・追加一覧 

変更箇所 スコープの削減 スコープの追加 

1. カオリオ浄水場 

護岸工事 ― ・護岸工事距離（24m）の延長 

配水池 ― ・浮力防止対策 

ろ過槽 ― ・既存のろ過砂の交換 

フロック形成池・沈殿池、

その他の施設 

― ・手すり、屋根などの設置 

2. チナイモ浄水場 

電気施設 ― ・受変電設備の一部交換 

配水池 ― ・盛り土厚の追加 

3. 送配水管路延長 

送配水管延長距離 AFD による支援との重複箇所

(3,300m)の削減 

― 

出典：完了届、JICA 提供資料 

 

以上のような計画の変更は、詳細設計時と工事実施中の 2 つの段階で行われた。これら

変更の背景は次の通りである。 

 

詳細設計調査時の変更 

 前述の通り、基本設計調査時では明確でなかった18AFD の支援するプロジェクトと重

複した配水管敷設部分を削除した。工事の計画が詳細設計時に明確になり、これに基

づいて、送配水管延長距離が短縮された。 

 基本設計調査時に既存設備の利用が可能と見込まれた機材のパーツに不具合が発見

されたため、受変電設備の一部を交換した。 

 

実施段階の変更 

 実施段階での変更の背景には 2 つあり、一つは詳細設計で作成・承認された入札図書

に、基本設計と比べて項目の見落とし（手すり、ろ過砂の交換など）や不整合があっ

たことである。もう一点は、詳細設計時の雨量や地下水量の推計などが実施段階の状

況と異なったことなどから、当初計画の事業効果を発現させるためにはチナイモ配水

池の盛り土追加や、カオリオ浄水場の護岸工事延長の追加工事が必要となった。なお、

これらの変更を実施段階の後半で検討し始めたことにより、チナイモの盛り土追加な

ど一部の施工は本事業期間終了後に行わなければならなくなった。 

 

3.4.2 インプット 

3.4.2.1 事業費 

本事業の E/N 限度額は 28 億 7500 万円で、日本側実績は ODA 資金に該当する事業費は

21 億 7100 万円（計画比 75％）となった。しかし、本事業には、本来事業範囲内で行うべ

                                                   
18 本事業の実施にあたっては、前述の通り AFD 支援のプロジェクトと協力内容の棲み分けを行った。し

かし、2004 年当時 AFD のプロジェクトは配水管網システムの調査を実施中であり、調査終了後に支援対

象となる区間を選定する予定であった。本事業の計画時は仮に AFD のプロジェクトによる支援がなくて

も本事業の効果に支障のないよう最低限の配水管整備を加え、詳細設計時に重複部分を削除するに至っ

た。 
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き工事を、施工コンサルタントが事業期間の終了後に追加工事として実施した部分があり、

このための費用の 2100 万円を加味すると、当初計画を実現するために投資された実績の総

額は 21 億 9200 万円となる（計画比 76％）。事業費が計画を下回った主な理由は、競争入札

により低価格が提示されたことによるものである。 

ラオス側の負担額は計画 3900 万円であったのに対し、実績は 1500 万円となった。 

 

3.4.2.2  事業期間 

事業期間は、基本設計調査時に 32 カ月で計画された。実際の事業期間は、本体の E/N 締

結から工事完了の 2009 年 3 月までの 34 カ月（計画比 2 カ月増、約 105％）であり、計画よ

り若干上回った。途中で設計変更された箇所のうち、一部の工事は瑕疵担保期間にまたが

ったが、当該部分は施工業者および施工コンサルタントの自社負担により行われ、最終的

に 2009 年 5 月にすべての工事が完了した。 

 

事業期間の実績が計画を上回った理由は、送配水管敷設工事の実施段階で、工事区間の

重複があった無償資金協力による国道 1 号線の施工が遅延し、それに合わせた敷設工事が

必要だったこと、仕様の見落とし箇所などの補完や、雨量や地下水量などの設計条件の変

更による盛り土や護岸工事距離の設計変更などに関するラオス側との調整に時間を要した

ことによる。 

 

以上より、本事業は、事業費については計画内に収まったものの、事業期間が計画を若

干上回ったため、効率性は中程度である。 

 

3.5 持続性（レーティング：②） 

3.5.1 運営維持管理の体制  

本事業の実施機関である NPVC が、事後評価時においても浄水場や配水施設の維持管理

を実施しており、維持管理体制に変更はなかった。また、本事業対象の浄水場を含む NPVC

の組織・実施体制は、計画時と比較して部署の増加と人員増加を除き大枠において変更は

ない。人員措置はチナイモ浄水場の運営維持管理人員に 1 名の不足が挙げられるものの、

NPVC 管理部門は現在の陣営で運営は可能と判断している。実際に、運営に大きな支障は生

じていない。また、基本設計調査で増員が提案された検針員の数は、NPVC 人事課によれば

本評価時までに各支店に 5 人から 8 人に増員され、検針業務にも大きな問題はみられず、

人員配置数は概ね適切である。 
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表 8 浄水場の運営・維持管理体制 

 （単位：人） 

計画

約320 467

NPVC本社全体 211

(内訳) 管理系(本社) 91

技術系（本社） 120

n.a. 148

n.a. 37

(内訳) 管理系 5

技術系 32

n.a. 35

(内訳) 管理系 6

技術系 29

‐ 26

n.a. 3

n.a. 7その他

実績
(2011年)

部署名

Km6 増圧ポンプ場

ドンマカイ浄水場

チナイモ浄水場全体

カオリオ浄水場全体

NPVC全体

全7支店（検針員含む）

 
 

出典：NPVC 提供資料及び聞き取り調査 

注：上記人数には期限付き雇用契約職員を含まない。 

 

3.5.2 運営・維持管理の技術 

本事業では施設の運転維持管理、送配水運転制御の 2 項目で、ソフトコンポーネントに

よる研修が実施された。浄水場及び Km6 増圧ポンプ施設においては基本的な運転データが

継続的に記録されており、運営維持管理は概ね良好と評価できる。 

各種記録は定期的に NPVC 本社に提出され、データとして管理されている。水量などの

施設運転記録は記録票を使ってつけられており、制度化がされたと言える。運転記録や運

営・維持管理能力の強化にあたって、本事業のソフトコンポーネントのみならず、JICA シ

ニアボランティアや水道事業体人材育成の専門家などによるラオス語版マニュアル作成や

指導があったことにより運営・維持管理能力が補完されたと判断される。ただし、浄水場

の運営・維持管理に大きな支障は起きていないものの、3 カ月、6 カ月ごとなどの定期点検

などのメンテナンスの実施や定期点検計画がないなど、予防的な維持管理に不備が見られ

る。両浄水場の利用率が 100%を超える状態が続いていることからも、予防的メンテナンス

の必要性は高いと思われる。 

維持管理については、ポンプ修理を担う技術顧問がビエンチャン市内全ての浄水場のポ

ンプの維持管理の支援にあたる体制となっていること、電気系統の修理も電力会社による

サポート体制があるため、夜間や緊急時を除き、日常業務の基礎的な技術面は現在のとこ

ろ充足されていると思われる。 

技術的な知見を維持向上するための仕組みとして、AFD の支援事業や JICA の技術協力プ

ロジェクトなどで育成された講師による研修が行われている。初級研修とリフレッシャー

研修があり、初歩的な維持管理技術の研修が定期的に行われており、これに参加すること

で新しい人材の育成も可能である。初歩レベル以降の研修は、各浄水場で浄水システムが

異なることから、浄水場の古参職員を中心に実地訓練を通じて技術移転を行う体制である。

チナイモ浄水場の水劇圧対策装置が 2010 年頃に起きた停電以降再起動ができず、担当者の
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交代などもあり運転されていない19など、浄水場内の技術的知見の維持には課題がみられる。

全般的に見れば、マニュアルの再確認・改定作業の実施や、担当者の交代による影響を受

けずに技術的知見を組織的に向上する仕組みは脆弱である。 

無収水対策については NPVC 技術部が担当し、AFD のプロジェクトによる支援を受け、

各支社の職員と共に漏水対策の他、メーターの動作確認や修理を実施している。また、技

術部は市内の配管網に圧力計・流量計を設置し（約 25 カ所）、流量と圧力の数値を確認す

ることで漏水の状況をモニタリングしている。しかし、これらの活動にも関わらず、無収

水量を削減するまでには至っていない。 

 

3.5.3 運営・維持管理の財務 

NPVC は独立採算制をとっている。収支状況は下表の通り。 

 

表 9 NPVC の収支状況（直近 3 年）  

            （単位：百万ラオスキップ、百万円） 

2009 2010 2011 円概算額

74,701 55,134 61,516

30,588 14,938 22,992

105,289 70,072 84,508 857

7,969 9,526 8,971

64,991 61,840 65,939

25,832 12,292 19,023

98,792 83,658 93,934 952

6,497

△

 13,586

△

 9,426

△

 96

その他の支出

総支出

収支

人件費

維持管理費

その他の収入

総収入

支出

項目

収入

水販売

 
 

出典：NPVC 財務部による質問票への回答 

注：為替レートは 1 日本円 = 0.010138 ラオスキップ(2011 年 11 月現在) 

 

NPVC の収支は過去 2 年赤字が続いており、2011 年は 9600 万円20の赤字であった21。赤字

が続く主な要因は、低料金によるものである（詳細は次項参照）。 

水販売収入以外の収入は主に接続料22などであり、今後大きな増加が見込めないこと、支

出面では維持管理費に占める電気代の割合が約 25％（2011 年）と高いことが確認され、短

期的には独自財源による財政面の改善の見込みはない。 

これまでの毎年の赤字分は、政府からの保証を得て借入することで賄っている。2011 年

末時点における貸借対照表の債務残高約 5 億 8100 万円 に対し、資産は 38 億 1500 万円で

あり債務超過には陥っていない。また、財務省公社改善局（Department of Improvement of State 

Enterprises, Ministry of Finance）によれば、 NPVC の経営改善に向けての努力があれば、今

後も政府からの財務的支援を継続する用意があるとしている。したがって、長期的な財務

                                                   
19 水劇圧対策の機能をもつ弁が送配水管に設置されており、大きな問題は発生していない。 
20 為替レートは、1 円＝0.010138 ラオスキップ (2011 年 11 月)で換算した。 
21 2009 年の水販売収入が改善した理由は、同年に約半年間だけ水道料金を上げたことによるものであ

る。 
22 水道設置の申し込み後、各家庭は給水管及びメーター設置工事費用（2011 年時点で約 400 円（3 万 5000

ラオスキップ））と水道接続料約 2200 円（20 万ラオスキップ）を支払う。 
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面の持続性に不確実性は残るもの、今後、短・中期的に NPVC が財政破綻する可能性は低

い。 

 

3.5.3.1  水道料金 

NPVC は独立採算制を採っており、法律上は水道料金を、原価に 5％の利益を上乗せした

額として設定することが認められている。しかしながら、水道料金の値上げはその公共性

から、首相裁決（1999 年）において、低所得者層の家計収入の 3％23で支払い可能な料金の

範囲とすること、また値上げにあたっては政府との折衝や議会承認を必要としている。実

際の値上げ幅は政治的な要因にも影響されるため、法律上認められた料金をそのまま設定

することは困難である。現在の平均販売価格は 1350 ラオスキップ/m
3
(2011 年)で、これは原

価 1999 ラオスキップ/m
3の 7 割に満たず、赤字が恒常的に発生する状況にある。NPVC によ

ると現在の料金は、2009 年に値上げした料金だが、この際、手続きのため約 2 年を費やし、

その間に燃料費などの生産コストが上昇したとのことである。 

基準に基づくと実際に可能な値上げ幅は 80 ラオスキップ/m
3 程度、値上げ後の料金でも

1470 ラオスキップと、原価をカバーするには全く不十分な状況にある。現状では低料金か

らの脱却はできず、赤字財政の原因となっている。 

 

表 10 2009 年以降現在までの 1m
3当たりの水道料金表（民生・工業用共） 

水道使用量（m3） 料金（ラオスキップ） 

6 未満 500 

6 以上～21 未満 1,000 

21 以上～51 未満 1,350 

51 以上 2,700 

出典：NPVC 提供資料 

注：課金は 1m3単位 

 

3.5.3.2  無収水 

NPVC からの聞き取りによれば、無収水が財務状況に与える影響も大きい。本事業終了後

の 2009 年以降、給水量は増加した一方で無収水率は約 30％(2003 年、推計値)から上昇し、

2010 年時点で 34％となっている。無収水率が高い主な原因は、老朽化した給水管からの漏

水である。無収水率を減らすため、本事業計画時から給水時の水圧を高くしすぎないなど

の調整を行ってきたが、漏水の根本的な課題は、管の老朽化である。給水管の交換が必要

と認識されているものの、そのために必要な財源を確保できていない。 

 

3.5.3.3 水道料金改定の見通しと政府による財政支援 

水道事業監査委員会24のメンバーでもある財務省公社改善局によれば、水道料金の値上げ

折衝で水道単価についての議論25はあったが、水道料金の値上げを検討するためには、まず

NPVC が長期事業計画を作成し、また内部事業監査の体制を整えることが必要であるという

                                                   
23 1999年 9月の首相裁決 37/PMにより、ビエンチャン市の水道料金は、家計収入に対する水道料金の比率

が、低所得者向けの場合 3％以下、中・高額所得者向けの場合 5％以下となるよう定められた。 
24 全国の水道公社や民間による水道事業の効率化を目的として、水道事業の監査を行う機関。 
25 NPVC 理事会と水道事業監査委員会メンバーによる、水道事業監査委員会議の場での議論。 
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意見で一致した。また、同局によれば、今後も継続して NPVC の赤字分を政府が支えてい

くためにも、やはり NPVC 自らの経営改善の努力が前提になるとしている。 

この点については、JICA は 2012 年 8 月より技術協力案件「水道公社事業管理能力向上プ

ロジェクト」26を開始し、NPVC の長期事業計画の策定、事業監査体制の強化を支援する。

これらの活動を通じて NPVC の経営の効率化に資すると思われ、同時に中・長期的には政

府の財政支援や料金値上げの前提条件が整っていくものと期待される。 

 

以上により、NPVC の財務状況は、低料金設定と原価の上昇の問題などにより赤字体質が

続いている。新規浄水場建設に係る投資などにより、さらなる逼迫が見込まれ、当面はラ

オス政府からの財政支援を受ける可能性があるものの、NPVC の財政面の持続性には課題が

ある。 

 

3.5.4 運営・維持管理の状況 

既存施設・機材には大きな問題はなく、施設の利用・維持管理状況は概ね良好である。

維持管理についてはこれまでのところ、ポンプの故障時に旧式のスペアポンプを利用する

などの対応で急場をしのいできたが、ポンプのみならず機材の老朽化に見合う機材の維持

管理計画策定、計画に沿ったスペアパーツの事前購入などの予防的な維持管理の仕組みが

整備されない場合、中長期的には問題が発生する可能性がある。 

 

以上より、本事業の維持管理は体制や技術面に若干の問題がある。財務的には、当面の

持続性は政府によって支えられており、大きな問題はないものの、長期的な財務的自立に

向けての懸念があることから、本事業によって発現した効果の持続性は中程度である。 

 

4. 結論及び提言・教訓 

4.1 結論 

本事業はビエンチャン市内既存の 4 カ所の浄水場うち、カオリオとチナイモの 2 浄水場

の拡張・改修をすることで、安定給水の確保と給水普及率を向上させることを目的とした

もので、ラオスの開発政策・開発ニーズ、日本政府の援助政策とも合致していることから、

妥当性は高い。対象浄水場の拡張・改修後は給水量が順調に伸び、給水人口の増加と普及

率の向上に貢献した。一方事業期間は、計画時の事業期間を若干上回ったため、効率性は

中程度となった。持続性については、現状では基本的な運営・維持管理に大きな問題は発

生していないものの、将来の継続性には懸念があり、財務面では独立採算機関としての自

立性の道筋を立てる上での課題があり、本事業の効果の持続性は中程度と判断される。 

 

以上より、本事業の評価は高いといえる。 

 

 

                                                   
26 NPVC をパイロット水道公社として、対象の NPVC と他 2 県の水道公社の中長期的視野に基づく事業管

理能力の強化のための体制整備をプロジェクト目標に、事業計画の策定、事業指標の改善などを目指す。

実施期間は 2012 年 8 月～2017 年 7 月の 5 年間。 
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4.2 提言 

4.2.1 実施機関、運営維持管理機関への提言 

4.2.1.1 財務面改善の対策 

NPVC は独立採算制の国営公社である一方、料金設定の自由がない状況の下、可能な限り

の財務面改善の対策を行う必要がある。短期・中期の対応として、政策的な料金設定に起

因する赤字分の政府による補てんや政府保証による低利融資の提供などの財政支援を前提

として、設備投資分の財政支援を含む抜本的な財務対策の実施が求められる。 

 

4.2.1.2 配水管網インフラの改善 

 本事業実施によりビエンチャン市内の給水量や給水普及率は改善したものの、主送配管

から各世帯への給水に利用される枝管が細く、適切な水圧を維持できない地域が確認され

ている。配・給水管網の交換は、漏水問題の優先度の高い場所のみ AFD のプロジェクトに

より支援されているが、細すぎる枝管の管の交換により管内の水圧維持を行い、今後の AFD

の支援がより高い効果を上げられるよう促進していく必要がある。 

 

4.2.1.3 浄水場職員の能力向上 

2 浄水場の職員は日常の運営維持管理に必要な知見を持ち合わせているものの、チナイモ

浄水場の水劇圧対策装置の運転など、職員の人事異動などにより技術的知見が維持されな

いケースがある。こうした新規の機材の運転にも対応できるよう、技術的レベルの向上を

図る仕組みが実施機関内に必要である。更に、故障の有無にかかわらず機材の定期的な点

検を行う予防的なメンテナンスが行われていないため、メンテナンス計画を作成し実施し

ていく必要がある。 

4.2.2 JICA への提言 

4.2.2.1  NPVC の事業改善 

2012 年 8 月開始予定の「水道公社事業管理能力向上プロジェクト」を通じて、経営の効

率化に資する支援を実施予定である。ラオス政府からの財務支援を引き出すためには、内

部の事業監査体制と長期事業計画の策定が必須である。同プロジェクトの支援を得ながら、

健全な経営の基盤である、適切な水道料金の設定や設備投資計画などを含む事業計画の策

定を行う経営体制を整備していく必要がある。 

4.3 教訓 

事業の持続性を担保するために、定期的なメンテナンスの実施は不可欠である。問題が

発生しなくても、その前に実施する予防的メンテナンスの重要性について、ソフトコンポ

ーネントなどを通して実施機関に十分理解させ、その体制を整えておくことが重要であろ

う。 

 

以上  

 


